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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,371 △2.8 43 123.7 10 ― △2 ―
23年3月期第1四半期 3,469 1.9 19 △85.2 △20 ― △82 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 △0.65 ―
23年3月期第1四半期 △21.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 17,006 5,153 30.2
23年3月期 16,762 5,192 30.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,133百万円 23年3月期  5,173百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 6,850 △2.1 △70 ― △150 ― △170 ― △44.38
通期 14,150 1.6 400 △14.5 180 △44.2 50 △30.8 13.05



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 3,830,300 株 23年3月期 3,830,300 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 50 株 23年3月期 50 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,830,250 株 23年3月期1Q 3,816,400 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定等については、［添付資料］Ｐ.2「当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  2

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6

４．生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………………  6

㈱メガロス（2165） 平成24年３月期 第１四半期決算短信（非連結）

- 1 -



（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）における我が国経済は、東日本大震災

の影響や電力需給対策等により、企業の経済活動に混乱が生じ、先行き不透明な状況が続きました。 

 当スポーツクラブ業界におきましても、雇用情勢の悪化等により個人消費は落ち込んでおり、厳しい経営環境で

推移しております。 

 このような経営環境の中、当社は以下の施策を実施してまいりました。 

 個人消費の動向が不透明な状況においては、経費の圧縮を図ることが重要であるため、人員配置や業務内容の見

直しを行い、店舗運営の効率化を図ってまいりました。これによって、各営業店の収益基盤の強化を推進しており

ます。 

 一方、営業体制の強化を図るための組織改正を行い、きめの細かいマーケティングができる体制を構築いたしま

した。そして、ターゲットを絞ったキャンペーンの実施等により新規入会者の獲得を促進すると共に、既存会員向

けサービスの向上を図るための人材育成に注力し、会員定着率の向上を図ってまいりました。しかしながら、東日

本大震災発生日以降に積極的な営業活動を控えた期間があったこと等の影響により、会員数は減少しており、平成

22年３月31日までにオープンした既存店の会員数は、平成23年６月30日時点で前年同期比5.9％減となっておりま

す。なお、全店の会員数が平成23年６月30日時点で前年同期比6.6％減となっておりますが、これは平成23年３月

に、メガロス恵比寿店（東京都渋谷区）をパーソナルトレーニングに特化した店舗に営業コンセプトの変更を行っ

たことにより、受け入れ可能な会員数が大幅に減少した影響が含まれております。 

 その他、平成23年９月に新規出店を予定している「メガロス葛飾店（東京都葛飾区）」について、オープン前会

員募集を実施し、業容の拡大にも取組んでまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間におきましては、売上高は3,371百万円（前年同期比2.8％減）となりまし

た。 

 一方、利益面では経費の圧縮を図ったことにより売上高の減収をカバーし、経常利益は10百万円（前年同期比31

百万円増）、四半期純利益は△２百万円（前年同期比79百万円増）となりました。なお、前年同期においては資産

除去債務に関する会計基準に対応するための過年度分の一括処理費用として、99百万円を特別損失として計上して

おります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 総資産は17,006百万円となり、前事業年度末に比べ243百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が 

増加したこと等によるものであります。 

 総負債は11,852百万円となり、前事業年度末に比べ283百万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が 

減少した一方で、未払費用が増加したこと等によるものであります。 

 純資産は5,153百万円となり、前事業年度末に比べ39百万円減少いたしました。これは主に、前事業年度決算に 

係る期末配当金を支払ったこと等によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成23年７月27日に、平成23年４月27日に公表

した数値を変更しております。詳細につきましては、平成23年７月27日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。なお、通期の業績予想につきましては、変更いたしておりません。 

   

  該当事項はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 265,293 526,798

預け金 6,376 7,756

売掛金 87,298 133,450

商品及び製品 158,295 253,632

前払費用 329,052 341,929

繰延税金資産 92,441 94,746

その他 53,793 3,626

貸倒引当金 △6,100 △5,000

流動資産合計 986,452 1,356,941

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,712,597 13,720,070

減価償却累計額 △3,503,085 △3,671,143

建物（純額） 10,209,511 10,048,927

構築物 432,010 432,600

減価償却累計額 △214,056 △220,257

構築物（純額） 217,953 212,343

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △11,111 △11,593

車両運搬具（純額） 3,856 3,374

工具、器具及び備品 908,167 947,847

減価償却累計額 △693,884 △716,770

工具、器具及び備品（純額） 214,282 231,077

リース資産 537,167 537,167

減価償却累計額 △195,805 △222,663

リース資産（純額） 341,362 314,504

建設仮勘定 100,170 184,297

有形固定資産合計 11,087,137 10,994,524

無形固定資産   

ソフトウエア 147,157 124,780

その他 31,076 30,280

無形固定資産合計 178,233 155,061

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,268,620 4,260,939

長期前払費用 198,066 194,044

繰延税金資産 30,334 31,214

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 4,510,521 4,499,697

固定資産合計 15,775,892 15,649,283

資産合計 16,762,344 17,006,225
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,372 161,338

1年内返済予定の長期借入金 3,050,000 3,050,000

リース債務 113,575 114,088

未払金 362,735 415,444

未払費用 179,726 430,616

未払法人税等 177,480 24,660

未払事業所税 47,197 11,732

未払消費税等 55,759 57,848

前受金 391,062 509,276

預り金 23,079 32,596

賞与引当金 99,147 59,046

役員賞与引当金 12,800 3,206

商品割引券引当金 772 871

災害損失引当金 8,210 8,210

その他 5,812 5,912

流動負債合計 4,575,730 4,884,849

固定負債   

長期借入金 6,225,000 6,225,000

リース債務 253,163 224,448

受入敷金保証金 62,942 63,102

資産除去債務 452,805 455,422

固定負債合計 6,993,911 6,967,972

負債合計 11,569,642 11,852,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,431,441 1,431,441

資本剰余金 1,131,441 1,131,441

利益剰余金 2,611,134 2,570,315

自己株式 △54 △54

株主資本合計 5,173,963 5,133,143

新株予約権 18,739 20,260

純資産合計 5,192,702 5,153,403

負債純資産合計 16,762,344 17,006,225
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,469,590 3,371,420

売上原価 3,163,162 3,028,740

売上総利益 306,427 342,680

販売費及び一般管理費 286,865 298,911

営業利益 19,562 43,768

営業外収益   

受取利息 6,548 6,082

その他 601 1,651

営業外収益合計 7,150 7,734

営業外費用   

支払利息 46,110 40,803

その他 1,169 3

営業外費用合計 47,279 40,807

経常利益又は経常損失（△） △20,566 10,695

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 99,909 －

特別損失合計 99,909 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △120,475 10,695

法人税、住民税及び事業税 7,903 16,397

法人税等調整額 △45,930 △3,184

法人税等合計 △38,026 13,212

四半期純損失（△） △82,449 △2,517
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

(1）部門別売上高の状況（単位：千円） 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．スポーツクラブ施設に付帯する駐車料金、プライベートロッカー等の収入であります。 

(2）部門別会員数の状況（単位：名） 

 （注）平成23年６月30日現在、在籍されている会員数です。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．生産、受注及び販売の状況

 部 門 
 当第１四半期累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門                       2,216,923  △4.1 

 スイミングスクール  343,762 ＋5.8 

 テニススクール  276,534 △1.0 

 その他スクール  135,566 △1.8 

スクール部門合計  755,863 ＋1.8 

プロショップ部門  213,262 △9.9 

その他の収入（注）２  185,371 ＋4.1 

合計  3,371,420 △2.8 

 部 門 
当第１四半期会計期間末 
（平成23年６月30日現在） 

前年同期比（％） 

フィットネス部門 89,228 △9.1 

 スイミングスクール 19,831 ＋2.8 

 テニススクール 11,208 △2.2 

 その他スクール 5,934 △4.6 

スクール部門合計 36,973 ±0.0 

合計 126,201 △6.6 
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